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2023年１月
の見どころ1日 日

めがねご購入の先着80名様に

中央区桜町3-10　SAKURAMACHI KUMAMOTO 2F
さばえめがね館熊本店 TEL.096-321-6551

初売り１月１日から
「干支のメガネ拭き」

プレゼント!

責任ある立場を任されたり雑
用が増えたりと、慌ただしくな
りがちな一年に。乗り越えよう
と無理を重ね、心身に疲れが
たまる心配も否めません。対
応が難しい頼まれ事は断るな
ど、多くを抱え込まないように
注意してください。5月後半に
入ると、対人運が上昇。さまざ
まな人との交際を通して多く
の価値観を学び、視野が広が
るでしょう。

蟹  座
6/22 ～ 7/22生

★ラッキー月…7月、11月
★ラッキーアイテム…友人・知人との写真
★ラッキープレイス…カルチャー教室

日頃の頑張りが実り、運勢は
次第に上昇します。5月前半ま
では華やかな場面が少なく、
地道な流れに。家族の世話な
ど人のために明け暮れます
が、5月後半以降に入ると花開
くチャンスが訪れます。夢が
実現したり、行楽や創作活動
で仲間が増えたりするでしょ
う。健康運はやや不安定。体
操や散歩で、体をほぐす習慣
をつけると吉。

乙女座
8/23 ～ 9/22生

★ラッキー月…9月、10月
★ラッキーアイテム…英会話の本
★ラッキープレイス…森林公園

2023年 12星座別年間占い

アップダウンの多い刺激的な
運勢です。5月前半までの流
れは活発で、忙しくても日々
の予定を順調にこなせるは
ず。明るく爽やかな人柄が人
気を呼び、大勢に信頼される
気配もあります。ただし5月後
半からは、風当たりが強まり
がち。急な変更に戸惑う場面
もあるでしょう。家族とも衝突
しやすいので、常に話し合う
姿勢を持って。

獅子座
7/23 ～ 8/22生

★ラッキー月…3月、4月
★ラッキーアイテム…茶色のワンピース
★ラッキープレイス…老舗の旅館


